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初期ヴェーダの王権
―rastriと sttniti一

土山泰弘

1.は じめに

r熟Ⅲは古代インドの王権を理解するために重要な主題である。Rauはブ

ラーフマナにあらわれたr蕊!Mの意味を以下のように整理した。

「ra,“ とぃぅ語は特別な研究に値するが、その場合には特に意味

の変遷を解明しなければならない。ra,!raの意味は以下のようであ

ろう。 1.王 権 (Kё面gsherscha■)2.王国 (Kёnigreたh)= a.臣 民の全体

(Gesalnthe■ der Untenanen),b。 国土 (Land);さ らにこの語は一特に複

数形では―統治者たち (Regenten)と いう人間をも意味するかも知
(1)

れない。」。

これはブラーフマナにあらわれたぬ。lraの 意味を、いわば論理的に整理

したものである。まず大分類としての 「王権」と「王国」とはra,“のも

っとも一般的な意味である。これに対して 「王国」の下位分類として位置

づけられた 「臣民の全体」と「国土」は、より具体的・現実的な事柄であ

る。「王国」は、「臣民の全体」と「国土」という現実の事柄を通じて、ひ

とつの概念または力能として表象されるということであろう。Rauにおい

ては、歴史的な意味の展開は今後の課題として指摘するにとどめられた。

概念や力能が指示する現実の事柄は時代とともに変わり得るから、ra,!raの

意味の変遷を解明するためには、ぬ。Ⅲ として把握された現実の事柄を解

明することが必要である。

ここに検討するAthaⅣ aveda― paippdmasatthita(以 下略してAVP)第 10巻 に
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は、そ のra,!Mを 直接 の主題 とす る 13詩節か らなる賛歌 (AVP 10.4)が あ

り、Rauが扱わなかった初期ヴェーダにおけるra,!rぅの内容を、よ り具体的

に知 る ことがで きる。本稿 は この賛歌 を資料 として、初期 ヴェーダの

ほ,!riについて検討を加えたい。

2.王 と して のぬs甘五

(1)方処 (pradf6)

ぬ。!Mが王を指示する場合がある。

AVP 10.4。 1

idatt ra,!ratt prathatatt gobhir agvair ida撃 ぬ,tram anneneraya rasena l

asmal,ad urvTr upa sanl namantu saptahotra hata Satr[n sacittan ll

これなる通,!raは 、牝牛、馬をそなえて拡大するべ し (増 強するべ

し)。 これなるra,traは、食物、飲物、滋液をそなえて (拡大・増強す

るべし)。 これなるものに広き六 (方処)は身を屈するべし。汝 ら(王

たち)は心ひとつにして、「サプタ・ホー トリ」 (マ ントラ)に よって

敵を打ち破れ。

このときra,lMの意味内容は、家畜・食物などを支配する力能としての

「王権」、または支配の及ぶ範囲としての 「王国」として理解することが

可能である。しかしraoⅢが現実に指示するものを考えると、ra,Ⅲ を身に

そなえた王を指していると考えられる。その根拠となるのは、上にあげた

詩節のうちの「これなるもの (=ra,")に 広き六 (方処)(,岬 urV■ (pndκ

“

))は

身を屈するべし」 (AVP 10.4.lc)と いう表現である。方処 (prad6)は アタルヴ

ァ・ヴェーダにおいて愛好された力能で、「四方はわれに身を屈するべし」

(mahyatt namantatt pradκa`血as餞り,AVS 5.3.lc),「 五方処はわれに乳をしば り

だすべし」 (duhr6平 me pttca prad`aぃ,AVS 3.20.9a)と 言われるように、方処が

敬意をあらわし、また利益を与える相手が祭主個人である場合がある。王

権賛歌のなかにも、方処が祭主である王を対象として、彼に対して敬意を

あらわす、または王として選定することを言う詩節がある。以下のとおり

である。
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NS3.4.1← AVP 3.1.1)

丘tva ganぬ
`!rⅢ

 Saha Varcas6d ihi  pMi宙

“

印 pttir ekar丘 !tv五印 Vf rtta l

sarvas tva ttan pradi`O hvayantu  ―upaMdyo namasyё  bhaveha ll

王国は汝のもとにやって来た。威光をもって立ち上がれ。前に向かっ

て汝は、諸々の部族の主として、唯一の王として支配せよ。王よ、一

切の方処は汝を呼ぶべし。汝はここに、かしずかれ、敬われるべき者

となれ。

AVS 3.4.2(=AVP 3.1.2)

t宙撃vf60 vmata平 呵yけa

vttr,man ra§!rasya kakndi Srayasva

tvim im6h pradi6ah p5ffca devftr I

tiito na ugr6 vi bhaja vdsflni ll

諸部族は汝を王位に選ぶべし、これら神聖なる五方処は汝を (王位に

選ぶべし)。 汝は王国の高所に、頂上に安らえ。強力なる汝は、そこ

よりわれらのために財を分かち与えよ。

これらの詩節で方処が王として選定し、敬意をあらわす相手は、主権を

身にそなえた個人である。 したがって 「これなるもの(=ra,!ra)に 広き六

(方処)は身を屈するべし」(AVP 10.4.lc)と 言ったときのra,lr五は、同じく主

権を身につけた王個人を指すと考えられる。 このようにra,!raが王個人を

指すとするならば、同じ詩節に見える 「これなるra§ !riは、牝牛、馬をそな

えて拡大するべし(増強するべし)。 」(10.4.la)の ra,traも 、牝牛や馬という財

産・力能を身につけた王に関連づけて理解することができる。王が馬群と

牛群を有することは次の詩節からも知られる。

メ1/S4.22.2ab (=AVP 3.21.2ab)

ёmatt bhaa grime agve§ u g6。u  nis■甲bhaa y6 amitro asy壺
|

(イ ンドラは)彼 (諸王の王)に村落、馬群、牛群を分かち与えよ。彼

に敵対する者より配分を取り除け。

なおAVP10.4.1の ra。 lraを 、方処と関連させて 「国土」または 「領土」と

して理解することは困難であろう。一般に当時は移動生活をおこなってい

たから、王権観念の中心に領土という要素はなかった。かわりに牛や馬な

ど移動をともにする家畜が、支配権の及ぶ対象として関心の中心にあっ
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た。領土の意味が王権の中心に位置するのは、定住生活が普通のこととな

つた後代である。

(2)貢ぎ物 (bJl)

ra,traが 王を指示する用例 として、 さらに以下の詩節をあげることがで

きる。

AVP 10.4。 3

idatt ra,lratt kratumad v■ avtt ji,1こ gram

idatt ra,!ratt gardnumac citragho,am l

asmai ra,lraya baHnl anyc harantv

ahatt devebhyo ha宙 ,a vidheyam‖

これなる王国は力あり、雄々しく、勝ち誇 り、力強くあれ。これなる

王国は歓喜の叫びに満ち、輝かしい喚声に満ちるべ し。 これなる

ra,traの ために他の者ら(王たち)は貢ぎ物を持ち来るべし。私は神々

に対して供物を捧げよ。

Pada cと dは平行表現として理解されるところで、raoirム と神々が対応す

る。他の王 (部族長)た ちが貢ぎ物(bJf)を 捧げる対象は王個人である。

AVPの同じ巻にも次の詩節がある。

AVP 10。 2.6

tubhyatt satt yantu bJayas  tubhya撃

`ulkatt praV取

江a甲
|

tubhyatt vlat payO duhatt  tvatt vaichantu vi`o mah■ ‖

汝 (王 )の もとに貢ぎ物は集まるべし。汝のもとに報酬は進み入るべ

し。汝のためにヴィラージは乳を滴らすべし。数多くの部族は汝を待

望すべし。

その他にも初期ヴェーダの王権賛歌には、王が貢ぎ物を嘉納することを

述べるマントラがあって、「そしてまたインドラは諸部族を、汝 (人間の王)

のためにただ貢ぎ物をもた らす ものとなすべきである。」 (壼ho ta indra

kёval■ v■ob」hias karat,ネV10.173.6cd)、 「強力なる汝 (選定された王)は多くの

貢ぎ物を注視するがよい。」 (bahitt b」
`甲

prtti pa`yasa ugrab,AVS 3.4.3d(=AVP
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3.1.3d))な どをあげることができる。

rastraが王という人間を指すことに関連して興味深いのは、ra,ir加l bhうと

いう定型的な表現である(e.gり Sa ra,!ra叩

`bhav誠
,MJtr～ a,Tsatth■ a3.740.6‐ 7)。

これについて、Hofhannは 「ra§!raと なる」と訳して、ra,!rムの獲得を意味

するとした。

ところでここに言う王(rttan)と は、部族連合を統率する王である。当時

は部族の首長も王(rttan)と 言われたが、アタルヴァ・ヴエーダの王権賛歌

が対象とするのは、実際には部族(vf6)の 連合の上に立つ王である。次項で

扱うように、Piru,Bharata両部族の関係をみても、部族相互の関係は流動

的で、部族はそのもとにいくつかの部族・支族を含むものであった。以下

の詩節で、パルナの護符を有する者 (王)と は部族連合の長としての王であ

り、彼に服従する王たちは部族の首長であろう。

AVS 3.5。7

y6 r6jano rajakltalr s[t6 gramanyi6 ca y6 |

upastin patta mahyatt  t宙甲MⅣmけ,v abhitOjttan‖

諸々の王たち、王を選ぶ者たち、御者たち、移動集団の長たち、まわ

りの人々すべてを、パルナよ、汝は私のもと服従させるべし。

AVS 4.22(=AVP 3.21)は 部族連合の長を選定するに際して、「汝 (イ ンド

ラ)は、これなる者を、諸部族の唯一の主となせ」 (imⅢ 宙
`丘

m ekavr,1叩 kttu

tvim,AVS 4.22.lb(=AVP 3.21.lb))、 「これなる王は諸部族の長であるべし」

(ay`叩 宙

`丘

甲 宙

`p五

●r astu tta,AVS 4.22.3b(=AVP 3.21.2b))、 「汝 を 人 民 の 唯 一

の主になすべき、また人間の諸王のなかで最高者に (な すべきインド

ラ)。 」("S tЙ kttad ckavr単 単jinmatt uti`拒 am utamim mmavinam,AVS 4.22.5cd

(=AVP 3.21.5cd))と いう。アタルヴァ・ヴエーダにあらわれる王は、この

ような部族連合の長である。

3.部族連合 としてのraO「五

(1)部族連合

rastrムは部族連合の上に立つ王を指すだけでなく、部族の連合そのもの
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もまたrastMでぁる。

AVP 10。 4。2

ime ttanai,ubhir ghnantu`江rin  ime ttanaい Samityanyan vadheyul l

ime ttanⅢ  p“anⅢ sahantam   ahatt brahma vimrdhO harlmi sarv碑 ‖

これなる王たちは矢をもって敵を殺すべし。これなる王たちは集まり

来たりて、他の者ら (敵対する王たち)を討つべし。これなる王たちは

(彼 らとの)諸々の戦いに勝利すべし。私はブラフマン祭官として一

切の軽蔑するべき敵を殺す。

「王たち」とは部族長を指すであろう。ここでは、そのような部族長た

ちが連合 して戦争にそなえることを述べる。厖。lraの機能の一つが戦争に

備えた部族の連合であることは、AVP 10.4の他の詩節からも知られる。

AVP 10.4.12

ida平 ぬ,!ratt i,umad V■avtt jioligram

idap ra,!ra,pasumad brahmavrddham l

idatt ra,tratt hata`atrujittu‖

これなる王国は矢を有 し、雄々しく、勝ち誇 り、力強 くあれ。 これな

る王国は家畜を有 し、呪文によって力溢れるべ し。 これなる王国は敵

を滅ぼ し、勝ち誇るべ し。

AVP 10.4.13

sapatnasttatt pramttam    idatt raotratt drlham ugram l

壺lham■ram abhimad,ahatt  sarVajig～ ap“ana abhi。|‖

これなる王国は敵を征服し、破壊し、堅固で、力強くあるべし。敵対

者を征服し、狡猾なる敵を征服するものであれ。 (こ れなる王国は)

勝れたるものとして、すべての戦いに勝利した。

部族長たちは戦争にそなえて連合をなし、その連合が強い信頼にもとづ

くものであることに関心を払った。

AVP 10.4.7

samyag vo ra,tratt Saha VO manattsi  samLhⅢ  paSaVO宙
`Varipa尊

|

samTchanattvOahamasmibrahma samyaicOdevahavamayantumaimam‖
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汝 らの王国は一つであれ。            o種 々の姿をもつ

家畜 らは一つであれ。私が汝 ら一つになれる者 らのブラフマン祭官で

ある。一つになれる神々は これなる私の呼びかけに向かつて来るべ

し。

このときrastr嵐 とは王たちの連合、つま り部族の同盟である。部族連合

としてのra,!raの和合 を繰 り返 して述べるのは、 この賛歌の特徴のひとつ

である。

AVP 10。 4.5cd

“

a市 aduぃ,vapnyamapatatsvapadhvam athanandinabsumanasⅢ
sameta l

汝らは水を (棄てる)よ うに、悪夢を眠り棄てるべし。そして汝らは

喜び、好意を持って集い来るべし。

AVP 10.4.6

apam市a vegatt pra gtt■a6江rin di`o diSo rabhama,ab sam eta l

ekavrata vi dhanattbhaadhvatt purohitenavora,tratt prathayantu deva尊 ||

水のうねりのごとく、汝らは敵を滅ぼせ。汝らはあちこちより手を携

えて集い来れ。汝らは唯一つの掟に従って、 (獲得した)財宝を分配

せよ。プローヒタとともに神々は汝らの王国を拡げるべし (増強する

べ し)。

AVP 10.4.8

yathapatt samudraya samlclr vahatha Sriyam I

eva ra,!r～a me devtt  samyaicO vahttha`riyam‖

水が海に (そそぐ)よ うに、汝らは一つになって (王国に)栄誉をも

たらす。こうして汝 らは一つになれる神々として私の (プ ローヒタ

の)王国に栄誉をもたらす。

rastraに ついての併行する表現を比較することによっても、raotraが部族

連合であることの示唆を得る。上に引用した詩節の一節 「数多くの部族は

汝を待望すべし」 ("五平Vmchanm宙 6o m山■,AVP 10.2.6d)の 「数多くの部族

は」 (vζo mahoは 、テキス トの続く詩節で 「高大な王国は」(brhad ra§ !ram)

に言い換えられる。 (「高大な王国は汝を待望するべし」 (Vaichttu tva brhad
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ra,lmm,AVP 10.2.7a))。 「王国」と訳したra,traの具体的な内容が部族の連合

であるとすると、意味が理解しやすい。ただし、「(汝、つまり王は)王国

の高所 に、頂点 に安 らえ」 (v“man ra,!risya kakid`rayasva,AVS 3.4.2=

AVP3.1.2)と いうときの「王国」(ra,!ra)は 、他では 「主権」(k,atra)に言い換

えられる (「主権の高所、頂点に安らえ」(vir,man k,江 rasya kakubH`rayasva,

TB 2.4.7.7)。

(2)和 合法とアタルヴァ・ヴェーダ祭官

r■

“

における部族長たちの同盟は、儀礼的には和合法に属する事柄で

ある。和合法 (sattmanasymi)は ァタルヴァ・ヴェーダの職域に属する儀

礼で、家族や親族など、ひろく集団一般の和合をはかる儀礼である。これ

ま で 引 用 し た AVP 10。 4の 詩 節 に み られ る sacita(AVP 10.4.ld)、 sumanas

(AVP 10.4.5d), ekavrata(AVP 10.4.6c), samyaicお よび saha(AVP 10 4.7ab)

などの語は、アタルヴァ・ヴェーダの和合法を特徴づける語である。この

場合の和合というのは、構成メンバーが対等の立場で連合するのではな

く、中心に位置する者のもとで集団内部が秩序づけられていることを意味

する。例えヤゴ家族の和合というとき、家長のもとに妻や子どもたちが服従

することを意味する。したがって部族連合においても連合を統率する王の

もとで、他の部族長たちが組織化される事態が和合である。このようなア

タルヴァ 0ヴ ェーダの職域に属する和合法が、部族の連合に適用されたの

である。

このことは、アタルヴァ・ヴェーダ祭官が王権に関わりをもつにいたる

経緯を考える上で示唆を与える。アタルヴァ・ヴェーダ祭官が王に属する

祭官職(pur6h量 →に進出して、自己の地位を向上させていった経緯について

は、祭官個人の力能などの偶然的な要素や、アタルヴァ・ヴェーダ祭官が

地位の上昇を志向していたことなどが考慮される。しかしこのような当事

者の能力や志向の他に、アタルヴァ・ヴェーダの儀礼が歴史の必要とする

ところとなって、アタルヴァ・ヴェーダ祭官の進出を導いたという客観的

な側面を考えることができる。その一例が部族連合の儀礼としての和合法
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の執行であった。

部族の連合が政治・文化の動向に影響を与える主要な勢力であつたこと

は、初期ヴェーダに記された出来事から知ることができる。最近の知見に

よれば、リグ・ヴェーダの中核部分はPiru族とBharata族の五代にわたる王

の時に編纂されたものとされるが、これは早くにバンジャブにいた五部族

(paicttana)の うちのPiru族が、その支族であるBharata族 とともに勢力を

増し、十三戦争を経てバンジャブからその東方にかけて支配権を確立した

時代である。その後クルの地に強力で安定した諸部族の連合が出現 し、

Parik,it王 の時に旧来の祭祀および祭官職の再編が行われ、併行 してアタ

ル ヴ ァ・ ヴ ェーダ、ヤ ジュル・ ヴェーダ、 リグ・ ヴェーダの補遺

(Khila)な どが編纂された。また強力な王権の登場は、これまでの王権

賛歌の集成とあらたな王権儀礼を必要とし、それが本稿が扱うパイッパラ

ーダ・サンヒターの第 10巻 としてまとめられる契機となる。

このように当時の部族連合が政治的な局面で大きな力を持った時代にあ

つて、部族間の和合をもたらす儀礼への需要は高まったと推測できる。リ

グ・ヴェーダの後期には和合を成就するための賛歌(c.g"RV 10.191)が あら

われ、Khnaに も和合を主題とするマントラ(e.g"KHh 5.1)が収録される。ま

たヤジュル・ヴェーダにおいては願望祭(kamyc,J)の なかに、和合をもたら

すための儀軌がみられる。これらはこの時代の和合法への需要に対して、

それぞれの学派が応えようとしたものである。一方、アタルヴァ 0ヴェー

ダ祭官も彼らの職掌に属する和合法の執行を通じて、政治的な世界に進出

する足場を築いていったと考えられる。

4。 sttniti

これまで検討してきたように、AVP 10.4は 部族連合の形成・和合を目的

とする賛歌であった。ただしそれは儀礼の次元のことであって、政治的な

現実とは別の問題である。現実に部族連合を成立せしめるのは、儀礼とは

別の世俗的な集会においてであったろう。「公会」(Mmhi)はそのような集

会の一つで、部族間の連合とそれを統率する王を承認する機能を有してい
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た と思われ る。

ヴェーダのMmitiの性格と機能については、Zimmerな どがリグ・ヴェー

ダなどから主要な資料を紹介して検討した。以下に本稿の視点からそれら

を補足しつつ整理する。

・並mttiは王たちが集まる会合である。

「真の王が公会に赴 くように」 (rtta M Sa“l simi■ ″aniぃ ,ネv

9.92.6b),

「王たちが公会に (集 まる)よ うに」 (rttanab simhav市 a,ネ V10・ 97.

6b).

Os`mhiで 扱われる内容は公的な話題であり、それに関する取 り決め

を行う。たとえば論議されることは財の分与であるが、その一部に

は戦闘における獲得物の分配に関する事柄もあったであろう。

「汝 (ア グニ)は、ここで (公会で)、 財豊かなる分与をわれら

にもたらせ」 (bh電五撃nO ttra visumantatt v■at,Rv lo.H・ 8d)

O Mmitiでは参加者が相互に競いあい、相手に対する優越を誇示する

場である。

「私は優越する者としてやって来た。。・ 0私は汝 らの公会をわ

がものとする」

(abhibh6r aham 6gama平 ….丘 vo'h`甲 simititt dadc RV 10.166.4)

・しかし、最終的に参加者全員の和合、つまり意思の統一が期待され

る。

「言葉は一致してあれ、公会は一致してあれ、意思は一致してあ

れ、彼らの心はともにあれ。」

(samm6 mintrab simitil Samanl samanim minⅢ  sahi Chtim e,am,ネ v

10.191.3ab)

このような公的な性格を帯びた集会において、部族の連合 も話題に上っ

た と考えられる。AVP 10.4に は、それを推測させる詩節がある。

AVP 10.4.10cd

satyatt vadantab Samhitt caranto

初期ヴェーダの王権 (19)
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m■ra平 野httana janasO yantu sakhyam l

彼ら(王たち)は真実を語 り、公会の活動を行い、同盟者を得て、部族

の友好にいたるべし。

Mmhiが王権の承認を行う場であったことは、いくつかの詩節から知る

ことができる。

AVS 6.88.3

dhruv6'cyutaぃ pM m■■i`猛面n   chatmyat6'dharan padayasva l

Mrva di`Ⅲ M■manasatt sadhrrC・   dhruvttya te samitiぃ kalpaほm iha‖

堅固な者として、揺るがぬ者として汝は敵を殺せし。汝は敵対する者

らを (汝 の)下方へ落とせ。r切の方処は心を同じくして、結束して

あるべし。公会は堅固なる汝のために、ここに整うべし。

この詩節を含むAVS 6.88は 全部で三つの詩節からなり、そのうちのはじ

めの二つの詩節と、直前の賛歌AVS 6.87の全詩節は、撃V10・ 173全六詩節

のうちのはじめの五つの詩節に対応する。この撃V10.173は 王の即位の歌

として知られる賛歌である。アタルヴァ・ヴェーダは、V10.173.6に 代えて

新たな詩節をひとつ付け加えており、それがいま紹介した詩節である。

この新たに付加された詩節は、アタルヴァ・ヴェーダの雰囲気をよく伝

える内容を持っている。方処 (df6)を 実体化して力能として認めるのは、

リグ・ヴェーダ後期か らアタルヴァ・ヴェーダにかけて現れる観念で

ある。方処が王を選定する実体として、アタルヴァ・ヴェーダの王権観念

の特徴をなすことは、既に指摘した。さらに重要なことは 「公会は堅固な

る(dhm通 )汝のために、ここに整うべし」 (AVS 6.88.3d)と いって、公会が王

としての支持を与える場であることである。dhruvムの語が王としての地位

の安定を意味する語であることは、「諸部族のこれなる王は堅固なれ」

(dhruv6均a宙
``m ay加

,AVS 6.88.ld)、 「インドラとアグニは堅固に汝のため

に、堅固なる王国を支えるべし」 (dhruv“ ta hdra`c6gnf`ca Ⅲ!ritt dharay誠

“dhruvim,AVS 6.88.2cd)と いわれことから知られる。

saml〔が王の選定に関与すると考えられる例をもう一つ挙げる。

AVS 13.1.13cd(=AVP 18.16.3cd)
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r6hitatt dcvtt yanti sumanasyamanal  M ma bhaiぃ 豆mityaf rohayatu l

神々は好意に満ちてローヒタヘ赴く。かれは私を公会の上昇とともに

のぼ らしむべし。

王の権威を称揚するRohtta賛 歌のひとつである。「公会の上昇」(samiwa_

roha)の 意味が明確ではないが、 ラー ジャスーヤには開始 の儀礼 を

abhyarOha■7a(昇ること)、 終了の儀礼をpratyavaroha,取 a(降 りること)と 言う

場合があるから、公会の進行に関する事柄であろう。「私 (王 )を のぼ らし

むべし (rOhayttu)」 とは、王の地位の認定に関わると思われる。動詞ruh_

は、即位儀礼で、王が灌頂を終えて王座に座るときに用いる。ラージャス

ーヤでは王座に座る王を指 してasandTm arOhanお よびarilhab(Mmava_

`rautasitra 9.1.4.9)と
言う。Apastamba― grautasitraで も同様に tam(=asandim)

arOhan apSS 18.15.6)と 言 う。またアタルヴァ・ ヴェーダの即位式でも

「 (王 を )牡 牛 の 皮 の 椅 子 に 登 らせ る 」(tJpar,abhatt cam計 ohayad,

KauSkasitra17.3:hghvabhiscka)、 「(laghvabhiockaに 使う王座よりも)よ り大き

な (座)に、虎の皮 (の椅子)に 登 らせる」 (var,waJ v」yaghratt carm計 ohayaI,

Kauttkasitra1 7.13:mahあ H,cka)と 規定する。このような動詞ruh― の意味から

みて、並mhiに おいて王位の承認が行われたと推測される。

5。 結語

「王権」・「王国」を意味するra,traが具体的に指示するものは、時代や権

力形態とともに変わりうるが、ここに扱った資料からは、王と王のもとに

和合する部族連合というものが、その具体的な内容として知られる。和合

法の儀礼およびMmiIは、部族連合を形成するための、それぞれ儀礼およ

び世俗における契機となるものであった。一方ブラーフマナ期、とくにそ

の後期にはアーリア人諸部族の植民活動が東方に及び、農耕を中心とする

定住生活が普通のこととなる。そこで農耕によって安定的に確保された生

産力を背景にして、組織化された権力と領土を有する強大な王権が登場す

る。本稿の冒頭にあげたRauに よるぬ。iraの 意味分類のなかで、「臣民の全

体 (Gesamthen der unte■ anen)」 および 「国土 (Land)」 とあるのは、この時
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期 にお けるra,iraの 内容である。

(1) Rau, W, Staat und GeseHschaft im alten lndien, nach den Brahmala_Texten

dargestelk,Wiesbaden,1957,p.72n.2.日 本では沼田一郎氏がra,!raに ついて一連

の研究を発表された。法典文献・叙事詩までもふくめて広い視点から扱う。沼

田一郎 「古代インドの国家観―ra,!raを めぐって一」、『印度哲学仏教学』第 10

号、平成 7年、36-48頁 、「『マハーバーラタ』のra,!ra」 、『ィンド思想と仏教文

化』 (今西順吉教授還暦記念論集 )、 1996、 43-58頁 、「ra,!raと vi,aya」 、『印度学

仏教学研究』第44巻第 2号、平成 8年、936(45)-932(49)頁 。

(2)パ イッパラーダ・サンヒターは、 19世 紀に発見された当時唯一のカシミー

ル写本の解読に困難があって、アタルヴァ・ヴェーダといえばシャウナカ・サ

ンヒター (た だし流布本である)が利用されてきた。しかしパイッパラーダ・

サンヒターは未知のマントラを数多く有し、ヴェーダ研究の一課題を提供する

ことは、しばしば指摘されていた。その後良好なオリッサ写本が発見され、そ

れにもとづいて最初の巻 (kalla)が Durgamohan Bhattacharyyaに よって出版さ

れた。その経緯ならびにパイッパラーダ・サンヒターの構成については、辻直

四郎『アタルヴァ・ヴェーダ讃歌―古代インドの呪法一』、岩波書店、1979,245-

250頁 の解説を参照されたい。その後、1997年 にDipak Bhattacharyaが 第 15巻 ま

でのテキス トを出版 した (The Paippalada_samh■ a of the AthaⅣ aveda,Vol l.

Culcu■ a)。 一方、W■zel,G五伍thsら によって新たに収集されたオリッサ写本に

もとづき、またカシミール写本をも考慮して、AVPの オリジナルの再建を目指

す校訂作業が継続され、上記のDipak Bhattacharyaの エディションの改訂が行わ

ォ■マrぃ ′ぅ。 zchndeL Th., Atharvaveda― Paippalada, Buch 2, Text, Ubersetzung,

Kommenta鳥 1999,Idstein。 および Lubotsky,A.,Atharvaveda‐ Paippalada Ka準 oa Five,

2002,Camb五 dge.は その成果である。AVP研究の最新の状況については、上記

Lubotskyの エデイションに対するZchnderの Book Revた w(IndO_Iranian Joumal

vol.47,p.54-62)を 参照されたい。

(3)こ のようなraoiriの 称賛 。強化を主題とする賛歌は、AVP 10.13… 14に もみら

れるが、ra,iriの 内容を知る上で見るべきものはない。 しかしAVPの 第 10巻 が
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ra,lriへ の関心をはらうということは重要であり、それはこのAVP第 10巻が王権

に関わるマントラのコレクションであることに由来する。AVP第 10巻 は16の賛

歌か ら成 り立つが、上にあげた賛歌の他に、王の称賛 と王への力能の付与

(AVP 10.2-3)、 王の軍隊 (sёna)の強化 (AVP 10.15‐ 16)な ど王権に関する賛

歌が数多く収録されている。王権に関するマントラ・コレクションを有するこ

とはAVPの 特色の一つであり、AVSに はみられない。両者の違いは、AVPが東

部バンジャブの地でクルの王権のもとで編纂されたのに対して、AVSが バンチ

ャーラの東端に拠点をもち、王権の中心から離れていたところを活動領域とし

て いた ことに関わると推測 される。その詳細 についてはWhzel,Mっ “The

Development of the Vedic Canon and its Schools: Thc Social and Political Milicu

(MatC」als On Vcdic ttkhas,8)",ル sノdθ ttθ ′α′Bηθ″グルι′αr6・,″θw ttηЮαε力θSわ ′力θ

S′夕の グルθ姥ルS,cd.by Mに had Witzd,HOS,opcra mmora vd.2,Cambridge,1997,

p.278-80.

(4)本稿で引用するAVP第 10巻 の詩節についてはBhattacharyaの エディションを

参考にしたが、独自の校訂を行つたところもある。それについては注で説明を

加えた。AVP 10.4の 文献学的な検討は別に公表する予定である。

(5)方処が利益をもたらす対象は人間だけでない。たとえば 「四方はこの村の

ために、Savlrは われ らのために、滋養、福利、安祥を致すべ し」 (asmaF

gr6maya pradf`a`cttasra 6可 att Submtitt svasti savM nal kmOtu,AVS 6.40.2)、 「四

方 は これ な る祭 祀 を増 大 させ るべ し」 (yttnim imⅢ citasraぃ pradf`0

vardhayantu,AVS 19.1.3c)な どといわれる。方処 (pradf`)に ついては、本文に

引用するAVS 3.4を題材として検討したことがある。拙論 「アダルヴァ・ヴェ

ーダの王権 AV 3.4の 注記と研究一」、『印度哲学仏教学』第十号、平成 7年、

29-33頁。

(6)沼 田一郎 「古代インドの国家観―ra,lraを めく
゛
って一」、『印度哲学仏教学』

第 10号、平成 7年、41-46頁。

(7)Hoffmann,K.,“Ved.ノ″″ b力″",И z´αrZθ Z夕″ルあ″α″お′蔵,Band 2,Wiesbadcn,

1976,p.557… 9.

(8)和合法の概略についてはB loomield,M.,動 θカカα″α―たあ α″グ′力θG"αttα―
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ノタ′・″/7″η′α Stra3burg 1899,p.72-3.

(1))和 合法は、この儀礼の依頼者のもとに関係するメンバーが服従することを

目的とする。家族の和合におけるこの問題については、拙論 「家長と祭火一ヴ

I― ダの宗教における家族一」、『日本佛教学会年報』第69号 (2004)82-85頁

を参照されたい。

(l())初 期ヴェーダの歴史に関する叙述は、WitZel教授の最近の業績にもとづ

く。 Witzcl,M.,`Early lndian history:Linguistic and textual paramettcs',`RgvediC

histow:poets,chc■ dns and pd■ ics',ルθルあ―Иッθ′げИ′θノθ″′肋夕′力/s′α,cd by

Erdosy,G.,1995,Berlin,lst lndian Edition 1997,Nc、 v Dclhi.p.85-125,p.307‐ 352.

(11)CJand,W.,И ルノ″θ″sθ力θ227ν bθ′θノDα rs′θ′/ar′ g rc2″ θル′′θ″sc力θ′"″勧″sc″μクノ'・

Amstcrdam 1908,pp.宙 ―xiiの儀軌一覧参照。

(12) Zimmet H。 ,/Jrノ′グis・θ力θs Lθιθ′,DノθCノr″″グgr νιグお
`力

θ′ル Jθ″″α
`カ

グ
`′

Sα

“

カメ′′

ααrgas′ι〃′, 1879, Berlin, rpt. 1973 Hildcsheiln. p.174-7, Rau, W., Sraα
′ グ′グ

Gθsθ′なθ力a/r′″α′rθ′ル′′θ′,p.82.

(13)オ リッサ写本に依拠したBhattachawaの校訂ではjarasOと あるが、カシミー

ル写本の読みを採用 してjanasoと する。jttnas¨ はRVに 一例を見るのみである

(RV 2.2.4d)が 、Sakhyか はしばしばアグニ、インドラ、神々 (dev61)そ の他の

属格と連合して、同盟関係をあらわす (e.g"RV 8.44.20c,9.97.5a,4.33.2c)。 オリ

ッサ写本のすべて力可arasOと いう読みを示しているとすれば、カシミール・オ

リッサ両系統に分かれる時点 (紀元後およそ 9世紀からH世紀、グジヤラー

ト)で生じた誤写、いわゆるalter Fchlcrの可能性を考えることができる。グプ

タ文字ではnと rの書体を類似する。Lubots● はAVP第 5巻のエディションにお

いて、 オ リッサ写本が示す rに 替 えてnと 読むべ き場合 を指摘 して いる

(Lubotsり ,A.,前掲書→注 2p.55(AVP 5.9.5a))。 なおAVPの テキス ト伝承の諸

問題については WitzCl,M.,``Dic Atharvaveda― Tradition und dic Paippalada_

Sal■ hita'', zDЛ メG,Supplcment VI,Stuttgart,1985,pp.256-71.

(14)拙論 「アタルヴァ・ヴエーダの王権一ハ鴻 .4の 注記と研究一」、『印度哲学

仏教学』第十号、平成 7年、32-33頁。

(15) Heesterlnan, J.C., Thc Ancient lndian Royal Consecration, thc Rttasiya



( 24 )

dcscribcd according to thc YtuS tCXts and annoted 's― Gravcnhagc,1957,p12‐ 13

略号

RV   ネgVCda_satthita

Aヽ/P    Atharvavcda― Paippa15dasllhit5

AVS  AthaⅣ avcda― Saunakasamhita


